
 

 

枚方市文化芸術振興審議会  答申（案）の修正案について 
 
 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

全体 

全体を通して、計画、条
例等の特別な意味を持つ
言葉を区別したほうが伝
わりやすい。【小川委員】 

答申（案）について、条例、計画、基本方針、劇場

法を「」で強調する。 - 

はじめに 
（P.1） 

文化芸術とは直接関係が
なかった人たちも関わる
ことができるとか、ここ
に関わることで元気にな
れるなど、広がりがイメ
ージできる言葉を挿入で
きないか。 
【佐藤副会長】 

センターが、文化芸術の愛好家だけではなく、こ

れまで文化芸術にあまり関わりがなかった人々から

も親しまれる施設となり、まちの活力となることを

願って、ここに「計画」を踏まえた拠点施設の運営

について提言を取りまとめ、以下のとおり答申する

ものである。 

 

ここに計画を踏まえた拠点施設の運営について提

言を取りまとめ、以下のとおり答申するものである。 

 

１.現況と課題 
（P.2） 

 

センターには劇場だけで
なくギャラリーもあるの
で、市の役割の内容から
文章を始めたほうが分か
りやすい。【小川委員】 

センターは市の玄関口である京阪枚方市駅前に位

置することから、まちの魅力を高め、集客と賑わい

を創出する文化芸術拠点として、地域や事業者と連

携した広域な取り組みが期待される。 

また、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（以

下、「劇場法」とする。）において、劇場は、その機

能を活用して自ら公演を行い、新たな作品を創造し

発信する機関として定義づけられている。市は、「基

本方針」において、新たに整備するセンターを「劇

場法」やこれに基づく指針の理念・趣旨に基づく施

設として位置づけ、鑑賞、育成・体験、教育普及な

ど、年間 100本以上の自主事業（センターが自ら主

催する事業）を行うこととした。センターには、市

民や芸術家、事業者、学校、他都市の劇場等との連

携事業や創造発信事業の実施など、文化芸術を通じ

て、子どもから高齢者まで、様々な市民が出会い交

流する「新たな広場」を創出し、社会包摂を体現で

きる事業を推進することも求められる。このように、

新たなセンターに求める役割は、非常に高度で、多

岐にわたっている。 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（以下、

「劇場法」とする。）において、劇場は、その機能を

活用して自ら公演を行い、新たな作品を創造し発信

する機関として定義づけられている。市は、基本方

針において、新たに整備するセンターを劇場法やこ

れに基づく指針の理念・趣旨に基づく施設として位

置づけ、鑑賞、育成・体験、教育普及など、年間 100

本以上の自主事業を行うこととした。センターには、

市民や芸術家、事業者、学校、他都市の劇場等との

連携事業や創造発信事業の実施など、文化芸術を通

じて、子どもから高齢者まで、様々な市民が出会い

交流する「新たな広場」を創出し、社会包摂を体現

できる事業を推進することが求められる。 

さらに、センターは市の玄関口である京阪枚方市

駅前に位置することから、まちの魅力を高め、集客

と賑わいを創出する文化芸術拠点として、地域や事

業者と連携した広域な取り組みも期待される。この

ように、新たなセンターに求める役割は、非常に高

度で、多岐にわたっている。 

資料１ 



 

 

 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（２）館内事業 

（鑑賞） 
（P.4） 

・人口規模や客席規模か
ら、ポップスや演歌など
娯楽型の収益になじみそ
うな事業は貸館事業とし
て民間に任せて利用料収
入を確保し、自主事業で
は文化度や芸術度を高め
るようなものを中心に行
えばどうかという趣旨。 
【林会長】 
 
・否定的な表現が多用さ
れ、意味が伝わりにくい。
「採算を得ることに馴染
まない」としてはどうか。
【吉冨委員】 
・文章を一度区切るとわ
かりやすいのではない
か。【佐藤副会長】 
 
・必要な事業を行うにあ
たって、補助金など財源
確保を図ることも必要。 
【佐藤副会長】 
 
・友の会制度を効果的に
活用すべきである。 
【佐藤副会長】 
 
・（２）（館内事業）のト
ライアルの内容は（２）
（鑑賞）に入れたほうが
よい。【佐藤副会長】 
 

公共施設の役割として、市民が身近に文化芸術に触

れる機会を創出することが求められる。商業性が高

い事業は民間の劇場や貸館事業に一定委ねること

として、採算を得ることに馴染まないが、文化度や

芸術度が高まるような事業を中心に、補助金などの

財源確保を図りながら幅広く取り組むべきである。

また、魅力的な事業展開に努めるだけでなく、ホー

ルメイト制度を創設し、上手く運用することで、施

設のファンを増やしていくことが重要である。 

新しいセンターに興味を持つ人は多い。舞台芸術の

愛好家を増やす仕組みをいかに創るかが、運営の鍵

となる。ぜひ、市民が新しい鑑賞ジャンルに飛び込

むきっかけを作れるような企画提案能力がある事業

者を選定していただきたい。 

公共施設の役割として、市民が身近に文化芸術に

触れる機会を創出するために、入場料収入で採算を

とることは難しく民間事業者には馴染まないよう

な事業を中心に、幅広く取り組むべきである。 

 

 

 



 

 

 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
(２）館内事業 
(舞台作品の創
造）（P.4） 

創造型の事業は労力が
かかるため、指定管理者
が敬遠する傾向にある。
市や市民の意思が反映さ
れ、機能する仕組みづく
りが必要であり仕様書に
も提示することが必要で
ある。【林会長】 

劇場には文化芸術を振興する役割も必要である

から、買取公演を実施するだけでなく、舞台作品の

創造についても検討するべきである。枚方市が、芸

術家と市民が一つの舞台を創り上げる枚方シティ

オペラに取り組んできたことを踏まえ、市独自の良

質な音楽事業や舞台芸術作品の制作上演を指定管

理業務に含めるべきである。ただし、これには相当

な経費と労力がかかるため、市の意思が反映できる

仕組みを整え、仕様書に明確に条件を提示すること

が必要である。 

 劇場には文化芸術を振興する役割も必要であるか
ら、舞台作品の創造についても検討するべきである。
枚方市が、芸術家と市民が一つの舞台を創り上げる
枚方シティオペラに取り組んできたことを踏まえ、
市独自の良質な音楽事業や舞台芸術作品の制作上演
を指定管理業務に含めることが望ましい。 

（２）館内事業 
(育成)(P.4-5) 

演奏家に限定するのでは
なく、対象を広げたほう
がいい。【中川委員】 

音楽・舞踊では、夢が大きい芸術家ほど枚方から

離れてしまう傾向にあるため、枚方で活躍できる仕

組みづくりが望まれる。 

 音楽・舞踊では、夢が大きい演奏家ほど枚方から

離れてしまう傾向にあるため、枚方で活躍できる仕

組みづくりが望まれる。 

若手芸術家のキャリア
アップにつながるような
学芸業務の実施を市の学
芸員が行うのであれば、
専門的な知識を有した方
を置かれることを期待し
たい。【畑委員】 

美術・演劇では、『若手の登竜門は枚方で』とい

ったコンセプトの企画を実施するのも一案である。

そこが実験的な場となり、様々なチャレンジができ

るという評判が作れれば、若手芸術家の登竜門とな

るだろう。ただし、センターで行う美術施策の学芸

業務については、「基本方針」で主に市が担うこと

とされているので、若手アーティストのための企画

ができるなど、専門的な知識を有した学芸員を市に

置くことを検討されたい。 

（（２）館内事業（鑑賞）に移行） 

美術・演劇では、「若手の登竜門は枚方で」とい

ったコンセプトの企画を実施するのも一案である。

そこが実験的な場となり、様々なチャレンジができ

るという評判が作れれば、若手芸術家の登竜門とな

るだろう。ただし、センターで行う美術施策の学芸

業務については、方針で主に市が担うこととされて

いるので、指定管理業務には馴染まない。市の役割

として検討されたい。 

新しいセンターに興味を持つ人は多い。トライア

ルの機会を上手く作り、舞台芸術の愛好家を増やす

仕組みをいかに創るかが、運営の鍵となる。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（２）館内事業 
(社会包摂)(P.5) 

・情報のアクセシビリテ
ィに関する表現も入れる
べき。 
【佐藤副会長、所委員】 
 
・障害がある人たちだけ
に焦点をあてることには
違和感がある。自分は芸
術と無関係と思っている
人に開かれていて、芸術
がひとつの手段やツール
の役割を果たして自己表
現につながっていけば、
計画の理念を反映した拠
点施設と言える。【所委
員】 

自主事業において、障害の有無に関わらず参加で

き、子育て中の人でも参加しやすいなど、鑑賞とい

う形でも、ワークショップなどの直接的な形でも、

参加しやすい配慮を望む。多様化する社会における

配慮として、多言語対応等、情報発信や館内掲示の

面でも留意が必要である。 

また、文化芸術をツールとして、誰もが自己表現

ができたり、孤立しやすい立場の人たちが社会とつ

ながるきっかけを得たりすることができれば、より

多くの人にとって意義のある施設となる。指定管理

者の募集・選定において、こうした内容を要求事項

に含め、提案や実施状況を適切に評価することが重

要である。 

自主事業において、障害の有無に関わらず参加で

き、子育て中の人でも参加しやすいなど、鑑賞とい

う形でも、ワークショップなどの直接的な形でも、

参加しやすい配慮を望む。また、アール・ブリュッ

ト（障害がある人たちの芸術作品）のように、障害

に焦点を当てたような鑑賞や取り組みもできると

良い。 

 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（２）館内事業 
（市民の活動支
援）(P.5-6) 

・市民総合文化祭で、若
い芸術家の発表の機会を
設けてはどうか。 
【林会長・中川委員】 

・実行委員会に教育委員
会を加え、学校や部活の
発表を行うことも考えら
れる。 

・市がバックアップして
若手を育成し、若者の憧
れや目標となれば素晴ら
しい。【吉富委員】 

・参加団体を固定化せず、
エントリー制にしてはど
うか。【林会長】 

・イベントの名称を公募
すれば、親しみを持って
もらえるのではないか。 
【林会長】 

新たなセンターには３つのホールと美術ギャラリー

が備わっていることから、施設機能を最大限に生かし、

活動分野を超えた市民総合文化祭として短期間に集中

して実施することで、活発な市民の文化芸術活動をさ

らにアピールする機会としてはどうか。一定期間に集

中して開催することで活動分野を超えた交流が促進さ

れ、市民ボランティアの活用や、市を挙げての広報な

ども行いやすくなる。参加団体は固定化せず、エント

リー制にするほうが活性化する可能性がある。期間中

に若いアーティストや学生の発表の機会を作れば、活

動の目標ともなる。事業の性質上、市が中心となって

実行委員会を作り、指定管理者の関与を求めることが

適当だと考えられる。 

また、名称については、アイデンティティーが高ま

る、枚方らしさが見えるような事業名を工夫されたい。

これについては、公募で市民のアイデアを募るのも一

案と考える。 

新たなセンターには３つのホールと美術ギャラリ

ーが備わっていることから、施設機能を最大限に生

かし、活動分野を超えた市民総合文化祭として短期

間に集中して実施することで、活発な市民の文化芸

術活動をさらにアピールする機会としてはどうか。

一定期間に集中して開催することで活動分野を超え

た交流が促進され、市民ボランティアの活用や、市

を挙げての広報なども行いやすくなる。事業の性質

上、市が中心となって実行委員会を作り、指定管理

者の関与を求めることが適当だと考えられる。 

また、名称については、アイデンティティーが高ま

る、枚方らしさが見えるような事業名を工夫された

い。 



 

 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（２）館内事業 
（貸館）(P.6) 

貸館において、ノウハウ
のない利用者に演出や広
報面でサポートすること
は重要。【林会長】 

「市民の文化芸術活動の機会の充実」に向けては、

貸館事業において、発表に伴う相談・助言などのサ

ポートを充実させることも重要である。舞台の演出

等、技術的な相談に応じて創造の支援をすることや、

事業周知の相談に応じる広報支援などを、指定管理

業務として明記すると良い。 

また、「基本方針」にもあるとおり、興行等の貸館

利用につながる営業活動を積極的に行うことで稼働

率を高め、まちの活性化につなげていただきたい。 

「市民の文化芸術活動の機会の充実」に向けては、

貸館事業において、発表に伴う相談・助言などのサ

ポートを充実させることも重要である。舞台の演出

等、技術的な相談に応じて創造の支援をすることや、

広報の支援を行うことなどを、指定管理業務として

明記すると良い。 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（３）地域資源
を活かしたオリ
ジナル事業 

 (P.6) 

 枚方市は世界的ヴァイオリニストである五嶋み

どり氏が生まれたまちである。仮に、氏が育てた多

くの若手芸術家とともに、枚方市にしかできないプ

ロジェクトが実現すれば、全国に発信できるような

企画になるだろう。 

枚方市は世界的ヴァイオリニストである五嶋み

どり氏が生まれたまちである。仮に、氏が育てた多

くの若手芸術家とともに、教育フェスティバルのよ

うな、枚方市にしかできないプロジェクトが実現す

れば、少なくとも全国に発信できるようなネームバ

リューのある企画になる。 



 

 

 

項目 
（ページ） 

意見 修正案 修正前（第 3回審議会答申案での表現） 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（３）地域連
携・広域発信事
業（地域への広
がり）(P.6-7) 

・地域連携については、
施設を出て情報発信でき
ると捉えることができ
る。駅で催しを発信する
ことや、駅から施設まで
広告を並べることなど、
指定管理者だけでは実現
できないアイデアを、ハ
ード面でサポートできる
組織作りが必要。 
【吉富委員】 
・ 
・指定管理者から地域へ
の広がりや広域発信につ
いて提案を受け、協議で
きる場を設けるべき。ま
た、それを適切に評価す
べき。【林会長・吉冨委員】 
 

地域との連携を図るうえで、施設前広場をまちづ

くりに活用することもポイントである。ジャンルに

捉われず、自由な発想で多様な広場活用をして、市

駅全体を回遊できる流れをつくることができれば、

まちの魅力が向上する。市や駅前の事業者、指定管

理者などが連携しながらいろいろな人と出会える

場として文化芸術を広げ、形成するためには、地域

ぐるみの委員会組織を作るのが良いと考えられる。

なお、センターの運営そのものにとっても、駅から

の動線にバナー広告を設置するなど、駅を利用する

多くの人々に対して事業を発信することには大き

なメリットがあるが、こうしたプランを実行するた

めには市の関与や地元の事業者の協力が欠かせな

いので、地域ぐるみの実行委員会組織が有効に機能

する。実行委員会を作ることを前提に、指定管理者

から地域への広がりが期待できる提案があれば、実

行に向けて議論する場を設けるとともに、評価の対

象とするべきである。 

地域との連携を図るうえで、施設前広場をまちづ

くりに活用することもポイントである。ジャンルに

捉われず、自由な発想で多様な広場活用をして、市

駅全体を回遊できる流れをつくることができれば、

まちの魅力が向上する。市や駅前の事業者、指定管

理者などが連携しながらいろいろな人と出会える

場として文化芸術を広げ、形成するためには、地域

ぐるみの委員会組織を作るのが良いと考えられる。 

２．「計画」を踏
まえた拠点施設
の運営について 
（４）専門的人

材 (P.7) 

指定管理者には、SNS
を効果的に使った発信な
ど、広報戦略も求めたい。
発信するだけでなく、集
客などの成果につながる
内容であることも見極め
が必要。【林会長、佐藤委
員、吉冨委員】 
 

センターの運営には、施設の維持管理だけではな

く、多種多様な自主事業の展開や、貸館や事業実施
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に評価することが必要である。センターの運営の特

殊性を鑑みて、経済効率に偏ることなく、評価基準

を作成されたい。 
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